
児童生徒の主体的な学びを促す 

「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」の 

設定例 

平成３０年１月１０日追加 
大分県教育庁義務教育課 



１時間完結型授業の充実に向けて  －各教科等の「例」の見方ー 

ねらい ○「目的（身に付けさせたい力など）」と「手立て（その授業の中心となる学習活  
  動）」を明らかにして設定します。 
○評価規準は「ねらい」との整合性をもたせて設定します。 
○指導のねらいは、教師の立場で書くもので児童生徒に提示することは基本的にありません。 
 ※ただし、指導案では「～できる」という形で、児童生徒の「目標」として提示することもあります。 

めあて ○「ねらい」を児童生徒の立場で示したものです。 
○具体的には、付けたい力を身に付けさせるための、めざす「活動のゴールの姿」や  
 「ゴールとそれまでの道筋」を示します。 
○具体的な評価規準が設定できていないと、「めあて」が曖昧なものになります。 
○学習の見通しを持たせ、意欲を高めるものになるように工夫しましょう。 

課 題 ○その時間に解決すべき事柄です。 
○「なぜ、～なのか」「～することはできるだろうか」「どうしたら～できるか」等 
 疑問の形で示します。 
○児童生徒が追究したくなる課題になるよう工夫しましょう。 

  ①既習事項や既有事項とのズレがある  ②意見の対立・拮抗が生じる 
  ③目標達成のために越えなければならない ハードルがある 
  ④素朴な驚きや疑問、憧れから問題意識が醸成される 等の要素がある課題になるよう工夫しましょう 

まとめ ○本時の課題に対する答え・結論。 

振り返り ○学びの成果を実感させ、学んだことや意欲・問題意識等を次につなげられるよう 
 視点を設けましょう。その際、本時のキーワードや学習用語を用いる等の条件を 
 設定して学びを振り返らせるなどの工夫をしましょう。 

「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」の４つがどの授業でも必要であるというわけではありません。「めあて」と「課題」の
提示の順序が変わることもあります。大切なことは、型にこだわるのではなく、教科の特性や単元の展開、本時のねら
い等に応じて適切に設定することです。 



「新大分スタンダード」に基づく授業の質の向上 

＊知識の関連付け、問いの発見・解決、自己の考えの形成、思いや考えに基づく創造 
＊様々な人との対話・協働による自分の考えの深化・拡充   

「学びに向かう力」と思考力・判断力・表現力を育成するワンランク上の授業 

１  １時間完結型 

*学習の見通しをもたせ、意欲を高める「めあて」 
*学びの成果を実感し、学んだことや意欲・問題意識等を次につなげる「振り返り」 
*追究すべき事柄を明確にする「課題」、追究した結果を明確にする「まとめ」 

2  板書の構造化 

*思考を整理したり促したりする板書、思考の過程を振り返ることができる板書 

３ 習熟の程度に応じた指導 

*「具体的な評価規準」に基づく確かな見取り 
*「努力を要する状況」の児童生徒に対する手立ての工夫 

４ 生徒指導の３機能を意識した問題解決的な展開 

 各教科の見方・考え方を働かせて展開する「課題設定⇒情報収集⇒整理分析⇒まとめ・発信・交流⇒ 
振り返り・評価」等の学習過程の中で行われる 

 主体的な学びを促す「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」 

 主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）を創造する学習展開 

安心して学べる「学びに向かう学習集団」 

               大分県教育委員会 



振り返り 

単元のめあて 

本時のねらい 

【小学校第５学年「話すこと・聞くこと」オ話し合うことの指導例】 

展 開 

各自が考えた理由が討論会における「理由」としてふさわしいかどうかを、「理由選びのポイン
ト」をもとにして見直したり友だちと助言し合ったりすることにより、論題に対する自分の考えを
明らかにすることができる。 （３／１１時間）        

学級討論会で、身のまわりのことを見つめ直してみよう 

自分の立場を説明するために、ふさわしい理由を３つ決めよう。 

感謝の気持ちを伝えるには次のアイを踏まえた構成が有効 
ア手紙の形式に則って書く 
イ感謝の気持ちを伝えるのにふさわしい具体的なエピソードを一つ盛り 
   込んで書く 

①「何が・どのようにできるようになったのか、わかったのか」「何を・どのようにもう少しだと感じる 
 のか」「何を・どのように友だちや先生から学んだのか」 
②「実際の話し合いの場面で今後どのようなことを生かしたいのか」 
等を具体的に記述させる。（振り返りシート） 

国  語 

めあて 

課 題 

まとめ 

討論会で自分の立場を主張するためには、どのような視点から「理由」を選ぶとよい
のだろうか。 

討論会で自分たちの立場を主張するための理由を選ぶ時には、「立場と理由が合っているか」
「両方の立場に当てはまっていないか」「多くの人が『なるほど』と思う理由か」「理由を裏付ける数
値や資料があるとさらによい」などのポイントから考えるとよい。 

①前時までの学習を振り返り、本時のめあてを確認する。 
②各自で、いろんな面から「理由」を考えてみる。 
③時間が限られた討論会の場では、より相手が納得できる理由を選んでいく必要が 
  あることを確認したところで、「課題」を投げかけ、「理由選びのポイント」を考える。 
            （ ・例示論題の「ふさわしくない例」から ・「討論」の特性から ） 
④「理由選びのポイント」から、自分の考えた理由を見直したり、新たに考えたりする。 
⑤同じ立場のグループ内で、「理由選びのポイント」から助言し合った後、３つ選ぶ。 
⑥本時のまとめと振り返りをする。 

杵築市立東小学校 佐々木教諭の実践をもとに作成 



振り返り 

単元のめあて 

本時のねらい 

【小学校第３学年「読むこと」イ 文章の解釈の指導例】 

展 開 

「言葉で遊ぼう」を、「しゃれ」「回文」「アナグラム」について書かれた文を仲間分けして文のまと
まりをつくり、それらと無段落形式文と比べることを通して、「文のまとまり」という意味と形式段
落の形・働きを理解することができる。（２／９時間）        

おすすめカードにのせるために「言葉で遊ぼう」の文から、「言葉遊び」を見付けよう。 

感謝の気持ちを伝えるには次のアイを踏まえた構成が有効 
ア手紙の形式に則って書く 
イ感謝の気持ちを伝えるのにふさわしい具体的なエピソードを一つ盛り 
   込んで書く 

①「何が・どのようにできるようになったのか、わかったのか」「何を・どのようにもう少しだと感じる 
 のか」「何を・どのように友だちや先生から学んだのか」 
②今後、読むときにどのように段落を意識するのか 
等を具体的に記述させる。（振り返りカード） 

国  語 

めあて 

課 題 

まとめ 

いくつかのまとまりになっている文章と、全部が一つのまとまりになっている文章とで
どちらが分かりやすいか、また、その理由は何か。 

文章のまとまりを段落（形式段落）と言う。いくつかの段落にまとまっている文章の方が分かりや
すいのは、一つの段落に一つの話だい（内よう）になっていること、形としても一字下がっているの
で、いろいろなことがさがしやすいこと、などの良さがある。 

①前時までの学習を振り返り、本時のめあてを確認する。 
②「しゃれ」について書いている文を探し、どのようにまとまっているか話し合う。 
③他の遊びについて探し、文のまとまりを作る。 
④二つの形式の文章を比較し、段落の良さについて意見を出し合う。 
 ※ここで課題を提示する。 
⑤「段落」の働きについてまとめを行い、本日の学びを振り返る。 

由布市立由布院小学校 森次教諭の実践をもとに作成 

雨の日を楽しくするために「言葉遊び・コマ遊び 私のおすすめカード」を作って全校
のみんなに見てもらおう！ 



振り返り 

単元のめあて 

本時のねらい 

【小学校第６学年「読むこと」ウ 文章の解釈の指導例】 

展 開 

３つの随筆を、筆者が経験したできごとや感じたことを視点として読む活動を通して、自分の考えと明確にした
り、比較したりしながら読むことができる。（２／５時間） 

３種類の随筆に取り上げている、筆者が経験した物事やできごとを整理し、まとめよ
う。 

感謝の気持ちを伝えるには次のアイを踏まえた構成が有効 
ア手紙の形式に則って書く 
イ感謝の気持ちを伝えるのにふさわしい具体的なエピソードを一つ盛り 
   込んで書く 

○本時でわかったこと、これからの学習や生活にどう生かしていくかの条件で振り返りをし、自分
の学びを確認させる。 

国  語 

めあて 

課 題 

まとめ 

筆者が随筆を書く材料となった物事や経験した出来事の共通点は何か。 

３つの随筆の題材は、身の回りの何気ない事象について、筆者の五感などが働き、柔らかさや温
かさ、鋭さなど深い感性のもとで書かれていることが共通している。 

①家庭学習で考えてきた筆者が取り上げた「出来事」をグループで交流し、自分の困りを解決し  
 たり、考えを広げたり深めたりする。 
② 全体発表をし、自分たちの班が主として分析した随筆以外について質問を出し、深める。 
③３つの随筆の筆者が心を動かした出来事について、自分と照らし合  わせて意見を出し合わせ 
 る。 

佐伯市立上野小学校 泉谷教諭の実践をもとに作成 

随筆の読み方を探り、それを生かして随筆研究家になろう 



ねらい 租税が国や県，市によって行われている対策や事業などの費用として使われている
こと，それらは主に国民によって納められた税金であることなどを理解し、その使わ
れ方にも関心を持つことができるようにする。 

めあて 
○税金の種類やその働きについてまとめよう。 

課 題 

まとめ  税金は、みんながより豊かで安全・安心な生活を送るために市町村
や国が行っていることに必要な費用。だから、みんなで分担している
会費のようなもの。 

振り返り 
○学んだことや感じたこと、新たに感じた疑問など 
 例）税金の大切さがわかった。 
   国は実際に一年でどのくらいのお金を集めて使っているか調べたい。 

税金は私たちの生活とどのように関わっているのだろうか。 

・税金の種類や集められ方を知る 
・もし税金がなかったら自分の生活がどのようになるか予想する 
・視聴覚教材、税務署の人の話 
・予想との違い、税金の働きについて整理する 

小学校  ６年 「私たちの暮らしを支える政治」  税のはたらき 社 会 



ねらい 金閣や銀閣について調べ，その特徴を比較し、図や表にまとめることを通し
て、時代背景などと関連付けたり総合したりして、室町文化の特色を捉える
ことができるようにする 

めあて 
○ 室町文化を代表する金閣と銀閣を比べてみよう 

課 題 

まとめ  中国との交流もさかんであり、義満が貿易などによる財を背景に建
てた金閣には金ぱくがはられた。その後、義政が建てた銀閣は、ふす
まや畳、違い棚をもつ書院造の建物で、たたみなどは現在にも受けつ
がれている。 振り返り 

○学んだことや感じたこと、新たな疑問など 
 例）同じ時代でも、金閣と銀閣の建てられた時期が違うことが分かった。 
   他にも現在まで受け継がれているものはないのだろうか。 

金閣や銀閣にはどのような特徴があるのだろうか。 

・いつ、誰が建てたか、その特徴などについて調べる 
・金閣と銀閣、それぞれが建てられた時代背景などを調べる 
・図表に整理し、比較し、その違いや特色について、ペアで説明しあう 
 

小学校 ６年 「今に伝わる室町文化」 室町文化を代表する金閣と銀閣 社 会 



振り返り 

まとめ 

本時のめあて 

ねらい 

【算数科小学校第５学年「四角形の４つの角の大きさの和を求めよう」の指導例】 

課 題 

学習活動 

四角形の四つの角の大きさの和を、四角形を三角形で区切る活動を通して、
四角形の内角の和が３６０度になることを説明できるようにする。 

四角形の４つの角の大きさの和を調べよう。 

三角形の３つの角の和が１８０度であることを使って、四角形の内角の和を
どのように求められるか。 

「どんな四角形でも、２つの三角形の内角の和と見ることができるのだろう 
 か。」 等を児童に問い、本時の振り返りを行う。 

四角形は対角線で分けることによって、２つの三角形の内角の和と
見ることができる。 

①図を配布し、式やことばを使って自分の考えを書く。 
②多様な考え方を提示し、それぞれの調べ方を説明する。 
③長方形や正方形の４つの角の和が３６０度であることやいろいろな形の 

  四角形でも３６０度になることに気付く。                       

算 数 



振り返り 

まとめ 

ねらい 

課 題 

学習活動 

【算数科小学校第６学年「ならび方や組み合わせ方を調べよう」の指導例】 

４つの遊具を全てまわる順番は全部で何通りあるかを、落ちや重なりがな
い方法を考える活動を通して、順序よく考えることができるようにする。 

４つの遊具のまわり方を調べよう。 

落ちや重なりがないように調べるには、どのような方法があるか。 

表や樹形図を使って、１つを固定して、順序よく調べると、落ちや重なりがなく
調べることができる。 

①調べ方の見通しを持つ。→ 表や樹形図を使って調べる。 
②考えをもてず困っている児童には、表の枠を渡し、１番目を「ブランコ」 
  に決めて、２番目以降を考えるように助言する。   

③調べ方を発表させる際、困ったことや工夫したことを説明する。 
④答えが２４通りであることを確認する。                      

「まとめ」の後、練習問題を通して、図や表を用いて順序よく考えるよさを自
覚させる。その後、「今日の学習を振り返って、大切と感じた考え方をまとめ
てみよう。」等を児童に問い、本時の振り返りを行う。 

本時のめあて 

学習問題 ブランコ、すべり台、ジャングルジム、てつぼうの４つの遊具をすべてしたい
と思います。まわる順番を考えると、全部で何通りのまわり方があるでしょう。 

算 数 



振り返り 

まとめ 

めあて 

ねらい 

【理科小学校第６学年「気体が溶けている水溶液」の指導例】 

課 題 

  炭酸水に溶けている気体について、炭酸水を熱したり、石灰水に入

れたりして調べることを通して、気体が二酸化炭素であることを見い

出すようにする。 

気体の溶けている水溶液について調べよう。 

炭酸水には、何という気体が溶けているだろうか。 

①炭酸水の様子から何が溶けているか予想する。 
②炭酸水を熱したり、石灰水を入れたりして、気体が溶けていること 
  や溶けている気体を特定する実験を行う。 
③実験結果を整理し、各自で考察し、班内で考察結果を交流する。 
④③を踏まえて、各自で「まとめ」を書く。                       

炭酸水には、気体の二酸化炭素が溶けている。 

○どのようにして、気体が溶けていることを調べたか。 
  ⇒水を熱して蒸発させて何も残らないことで確認した。 
     ⇒炭酸水を試験管に入れて熱した場合に泡が出る様子で確認した。    
○どのようにして、二酸化炭素が溶けていることを調べたか。 
   ⇒炭酸水を入れた試験管に石灰水を入れると白く濁ることで確認 
    した。 

展 開 

理 科 



振り返り 

まとめ 

題材のねらい 

【音楽科 小学校 第５・６学年 Ａ「表現（歌唱）」イ・エの指導例】 

課 題 

展開Ⅰ 

 合唱活動を通して、①歌詞の内容や曲想を生かした表現を工夫し、
思いや意図をもって歌う力、②声部の歌声や全体の響き、伴奏を聴
いて、声を合わせて歌う力を育成する。 

自分たちの合唱をより表現豊かにするにはどうすればよいか。 

①現状の歌声を録音する。※または、前時の最後に録音しておく。 
②【課題】録音した合唱を聴き、自分たちの合唱に足りない点、課題 
    点を考える。（個別→パート別） 
③自分たちの合唱に足りない点、課題点を共有する。（全体やパート別） 

④一つひとつの音を丁寧にしっかり伸ばす。フレーズを意識して歌う。 
主旋律を目立たせるよう、少しボリュームを下げて歌う。など 

⑦本時では何が分かったのか、自分の学びを確認させる。 

音  楽 

展開Ⅱ ⑤④【まとめ】に基づいて練習する。（個別・パート別） 
⑥全体で合唱する。 

◆児童は何を練習するのか理解できているか？ 
◆【まとめ】と練習内容が合致しているか？ 



振り返り 

めあて 

【図画工作科 小学校第５・６学年「Ｂ鑑賞」の指導例】 

展 開 

    俵屋宗達「風神雷神図屏風」に描かれた人やものに注目し、自分なりに

感じたことや考えたことを交流することで、作品を鑑賞することの楽しさを味
わうと共に、友だちと関わり合う力を培う。（１／１時間） 

①俵屋宗達「風神雷神図屏風」を細部まで観察する。 
 ・描かれている人物や、ものの形や色などの特徴に着目させる。 
 ・描かれている人物は何をしているのか、描かれているものはどういうも  
  のなのかなど視点を与える。  
 ・時間を十分に確保し、個人で見ることに集中させる。 
②観察から気づいたことや空想したことを、グループ内で交流する。 
 ・なぜそう感じるのか、そう考えるのかを、色や形、描かれているものなど、 
   作者の表現を根拠として述べさせる。〔共通事項〕 
③グループ内で想像したことを、クラスで発表させ、感じ方の違いを楽しむ。 
    （グループ→全体） 
 〔この時点で作品についての情報をある程度与えても良い〕 

④他の作品についても話し合う。                     

 作品に描かれていることの中から、気になること、見付けたことを話して 
 みよう。 

○自分なりの見方ができたか振り返る。 
〇様々な見方や感じ方があることを楽しむことを意識する。 
○作者の表現上の工夫を、自分自身の表現につなげることを意識する。 

題材の 
ねらい 

図画工作 



振り返り 

【図画工作科小学校第３･４学年「Ａ表現」の指導例】 

展 開 

 粘土のかたまりを、伸ばしたりにぎったりねじったりするなどの工
夫をして、いろいろな形に変えてみることによって、試したり、見つけ
たり、考えたりして表したい世界を思い付く力を培う。 
（１／2時間） 

 両手をいっぱい働かせて、粘土のかたまりを色々な形に変えてみ
よう。 

①粘土のかたまりを、両手で伸ばしたりにぎったりねじったりするな  
  どの工夫をして、いろいろなかたちに変えてみる。 
②偶然の形から、見えてきた発想を生かし、どんな世界にするのか、 
  誰が住むのかなどの想像を広げる。〔共通事項〕 
    ・粘土の形から作りたい世界を思い付き、発想を広げる方向で制 
  作を進めさせる。 
③作品を横や上、後ろなどあらゆる角度から確認しながら立体的に 
   つくる。 

〇色々な方向からよく見ながら、形を工夫することができたか。 
〇楽しんで作りながら、どんな世界にするか思い付くことが出来たか。 
〇形や、組み合わせの工夫をして表すことができたか。 

めあて 

題材の 
ねらい 

図画工作  



振り返り 

めあて 

【外国語活動小学校第６学年の指導例】 

展開 

お宝探しの道案内ゲームの活動を通して、場所や位置
についての慣れ親しんだ単語や表現を用いながら、コ
ミュニケーションを楽しむ。 
（４／４時間） 

道案内をしてお宝をGetしよう。 

①Warm-up ・挨拶 ・Small Talk ・基本表現 ・ジングル  
  ・ポジションチャンツ ・サイモンセズ 
②道案内ゲーム 
③お宝をGet 
 （探したカードの中の言葉を並べて、宝のありかを推測 
  する。） 
④Let’s Write!  （お宝のあった場所を書く）              

○本時の活動を振り返る。振り返りカードを書く。 

外国語活動 

ねらい 



振り返り 

めあて 

【外国語活動小学校第５学年の指導例】 

展開 

理想の部屋の特徴を伝え合う活動を通して、相手の言う
ことを確認しながら聞き、情報を正しく理解しようとする
態度を養う。（３／４時間） 

友だちと理想の部屋について伝え合い、部屋の特徴を
知ろう。 

①Warm-up ・挨拶 ・Small Talk “What’s special in our 
town?” 

②活動Ⅰ・準備した絵を用いて、お互いに部屋の特徴を
伝える。（big, small, short, long, red, blue, black, white等） 
    ＜中間のふりかえり＞ 

③活動Ⅱ・相手の言うことをくり返し、確認しながら聞く。 
④チェックタイム ・HRTからの”(Blue high table) is special 
in my room.”という発話を聞いて、適切な部屋を選ぶ。             

○本時の活動を振り返る。振り返りカードを書く。 

外国語活動 

ねらい 



振り返り 

めあて 

本時のねらい 

【小学校第３学年「ごまだしの魅力を発信しよう」の指導例】 

展 開 

集めたごまだしの魅力の中から自分たちの力で発信したいことにつ
いて、「ランキング」や「ピラミッドチャート」を活用して話し合う活動を
通して、発信したい理由を明確にするともに、発信したい内容を焦
点化することができるようにする。 

これまでに調べて分かったごまだしの魅力の中から、自分たちが 

発信したいことを決めよう。 

①自分たちが調べたごまだしの魅力を確認する。 
②ランキングを使い、自分が発信したいごまだしの魅力を選ぶ。 
 （個人･･選んだ理由も書く） 
③ピラミッドチャートを使ってグループで話し合う。 
 個人のランキングに書いた理由を伝え合いながら、グループで焦 
 点化する。 
④全体で交流する。 
⑤本時の学習を振り返る。 

○本時で話し合ったり考えたりしたことを振り返って記述する。次の 
 時間に取り組む活動の見通しを書く。 

総合的な学習の時間 



振り返り 

めあて 

【小学校第４学年「発見！発信！○○（自立支援施設）の指導例】 

展 開 

○○（障がい者自立支援施設、以下施設）の人たちの願いやアドバ
イスと、自分たちの新聞やチラシ等の内容を比較することを通して、
地域の人たちに「伝えたい」内容を焦点化することができるようにす
る。 

施設のみなさんの願いやアドバイスと、自分たちの作品の内容を比
べて、地域の人たちに「より伝えたい内容」を考えよう 

①７回目の施設訪問を振り返る（新聞やチラシ等で活動をまとめ、 
 施設のみなさんに紹介したこと） 
②紹介する内容について、施設のスタッフの意見（アドバイス）と、 
 自分たちの作品の内容をベン図で比較する。 
③施設のことについて「地域の人たちに伝えたい」内容をカードに書 
 き出し、ピラミッドチャートで焦点化する。 
④本時の学習を振り返る。           

○グループ毎に用いたピラミッドチャートを見直し、「伝えたい」内容を確認 
 するなどして、次の時間の見通しを記述する。（地域の人たちに配布す 
 る方法を考え、再構成する） 

総合的な学習の時間 

本時のねらい 



振り返り 

めあて 

【小学校第４学年「花いっぱいプロジェクト」の指導例】 

展 開 

自分たちが取り組んでいる「校区花いっぱいプロジェクト」をたくさん
の人たちに知ってもらうための今後の活動について、座標軸を用い
て視点に沿って比較したり分類したりすることにより、根拠を明らか
にした上で選択したり判断したりすることができるようにする。 

花いっぱいプロジェクトをもっと広げていくために、自分たちにできる
ことを考えよう 

①これまでの花いっぱい活動を振り返る（種まき、観察日記の継続、 
 ポットに苗を移す、学校公開で花の苗を配布、プランターの土づく 
 り等） 
②今後の取り組みについて、個人で考える。（カードに書く） 
③個人で考えたアイディアを、「すぐできる」「時間がかかる」「みんな 
 でする」「ひとりでできる」等の視点に沿って、座標軸に位置付ける。 
④「みんなでする」「すぐできる」に位置付いたものについて、ランキ  
 ングでさらに絞り込む。 
⑤本時の学習を振り返る。 

○本時で話し合ったり考えたりしたことを振り返って記述する。また、ランキ
ング付けしたグループのアイディアについて、取組を進めていくための具体
的な準備について記述する。 

総合的な学習の時間 

本時のねらい 



振り返り 

めあて 

【小学校第６学年「“地域ならでは”でおもてなし」の指導例】 

展 開 

オリジナル駅弁の食材について、「地域ならでは」「時間がたってもおいしい」という視
点に沿って、それぞれの食材のよさ等について根拠や理由を明確にして比較したり
多面的に検討したりすることを通して、地域の「めだま」となる駅弁にふさわしい食材
を、根拠を明らかにした上で選択することができるようにする。 

地域の「めだま」にふさわしい駅弁になるような食材を決めよう 

①自分たちの駅弁に欠かせない要素（視点「“地域ならでは“の食材 
 か」「時間がたってもおいしく味わえるか」）を確認し、自分の考えを 
 明確にする。 
②個人が選んだ食材を理由とともにグループ内で紹介する。 
③グループごとに、 「“地域ならでは“の食材か」「時間がたってもお 
 いしく味わえるか」 の視点に基づき、マトリックスを用いて多面的に 
 検討する。 
④グループで絞り込んだ食材を、ボックスチャートを用いて検討し、 
 学級の食材として焦点化する。            

○グループごとのマトリックス及び板書（ボックスチャート）をもとに、本時授 
 業で自分が考えたことや、次の時間のめあてや活動の見通しなどを書く。 
 （友達の考えと自分の考えを比較して考えたことや、考えが変容したこと、 
 本時の話し合いを受けて次の時間に取り組みたいこと等） 

総合的な学習の時間 

本時のねらい 



振り返り 

本時のめあて 

ねらい 
【 生活科 小学校１年 （７）動植物の飼育・栽培の指導例 】 

展 開 

モルモットとの出会いや飼育の仕方を調べる活動を通して、モル
モットに関心や愛着をもち、飼育の準備や世話の仕方を考えること
ができる。（２／１２） 

モルモットが喜ぶお世話の仕方を考えよう 

①前時にモルモットと出会い、大切に育てるための準備や世話の仕
方を考える時間であることを確かめる。 

②モルモットの特徴や飼い方を図鑑や資料で調べ、どんな準備や
世話が必要なのかをメモしたり、付箋を貼ったりする。 

③調べたことを発表し、準備するものや世話の仕方をイメージし、モ
ルモットに適した環境を考える。 

④話し合ったことを振り返り、ワークシートに気付いたことやこれか
らの世話の仕方をまとめる。 

⑤モルモットの名前を考え、大切に育てたいという願いをもって、こ
れからのお世話や観察を続けていくことを確かめる。 

○明日からの世話の仕方を問いかけ、モルモットが喜ぶ世話の工
夫を続けていくことを確かめる。 

課 題 モルモットの好きなおうちや食べ物は図鑑で調べると分かるかな。 



振り返り 

本時のめあて 

【 生活科 小学校２年 （３）地域と生活の指導例】 

展 開 

地域で生活したり働いたりしている人々や様々な場所を示したマッ
プをもとに確かめる活動を通して、会ってみたい人や行ってみたい
場所を選択することができる。（３／２６） 

町探検の計画書をつくろう 

①通学路が同じ児童でグループを作り、本時のめあてを確かめる。 

②通学路の途中で見付けた物や場所・人などをメモしたマップをも
とに話し合う。 
③会ってみたい人や、行ってみたい場所を自由に出し合い、なぜ 

その場所を探検したいのか、理由をたずねながら、友達の考えに
気付く。 

③グループで探検する場所を決め、見てみたいこと、聞きたいこと、
調べたいことを、町探検の計画書に書いていく。 

④相手や場所に応じた行動について考え、気を付けて歩くところや
約束を決める。 

○町探検の計画書をグループで読み合い、活動の計画や探検の約
束を確かめる。 

ねらい 



振り返り 

まとめ 

めあて 

ねらい 

 【道徳 低学年の「規則の尊重」の指導例  教材「黄色いベンチ」 私たちの道徳】 

課 題 

展 開 

靴のままでベンチに上がった２人の行為について、 
様々な立場から考えさせる学習活動を通して、 

みんなで使うものを大切にしていこうとする心情を育てる。（方向目標） 

みんなで使うものについて考えていきましょう。（価値の方向付け） 

はっとして顔を見合わせた時、二人はどんなことに気付いたでしょう。               
                             （中心発問） 

○何度も夢中で紙飛行機をとばした時、２人はどんな気持ちだったかな。 
   （・高い所からとばすと気持ちいいな。 ・誰もいないから、何回でもできるぞ。） 

◎はっとして顔を見合わせた時、二人はどんなことに気付いたでしょう。 
   （・悪いことをしてしまった。 ・謝らないといけないけど、どうしようかな。） 

○女の子やおばあさんは、どんな気持ちだったかな。 
   （・どうして、ベンチが汚れているのかな。誰がこんなことをしたのかな。） 

 公共物の使い方や公共の場でのきまりについて、いくつかの考えを取り上げ、話し合
いを整理して、まとめとする。 
○みんなで使うものは、自分一人のものではないことについて（整理する。） 
○みんなのものを使う時は、次に使う人のことをよく考えることについて（整理する。）  
   ※一つの考え方にむりやり集約したり、特定の考えを□で囲んで強調するような「まとめ」は行わない。 

○この学校には、こんな友だちがいます。（紹介） 
○みんなが使うものを大切にしているかな。 



導入 
（めあて） 

 
 中心発問 
 （課題） 

 

 
 発 問 
 

 

 
  
  発 問 
（ワークシート
の活用） 

 

 

 
まとめ 
（整理） 

 

この学校には、こん
なお友だちがいるん
だよ。 
みんなはどうかな？ 

終末 

（振り返り） 

「黄色いベンチ」の板書例 由布市立由布川小学校 和田畄美子先生  



振り返り 

まとめ 

めあて 

 【道徳 高学年の「相互理解、寛容」の指導例  教材「ブランコ乗りとピエロ」 私たちの道徳】 

課 題 

展 開 

サムを受け入れたピエロの心のもち方を、 

人を許すことの難しさや許すときの様々な考え方を話し合う活動を通して、
自分と異なる意見や立場を大切にしようとする心情を育てる。（方向目標） 

どうすれば『広い心』をもてるのかな。    （価値の方向付け） 

なぜピエロからサムをにくむ気持ちが消えたのだろうか。               
                           （中心発問） 

○自分の出番を奪われたピエロはどんな気持ちだったか。 
   （・出番をうばわれた、絶対に許せない。 ・サムが憎い。 ・後で一言いってやる。） 

◎なぜピエロからサムをにくむ気持ちが消えたのだろうか。 
   （・サムが努力しているから。 ・自分にもサムと同じ『目立ちたい』という気持ちがあったと思ったから。） 
  

 【補助発問１】〈ピエロの反省〉に目を向けた考えが出ない場合 
  ○「がんばっている」と思えたら、「許せない」という気持ちは消えるのか。 
 【補助発問２】〈サムのがんばり〉〈ピエロの反省〉の２つの考え方が出された場合 
  ○〈サムのがんばり〉が分かったから許す気持ちが生まれたのか、自分にも反省すべきところ   
   があると思えたから許す気持ちが生まれたのか。 

「相手の長所の理解 ⇒ 許す」、「自分も反省することがあると自覚 ⇒ 許す」という２つの考
え方が、今日の学習で生み出されたことを整理して、明示する。 
※一つの考え方にむりやり集約したり、特定の考えを□で囲んで強調するような「まとめ」は行わない。 

○今日の学習で、自分にとって大切だなと感じたことをノートに書こう。 

ねらい 



相手のよさやがんばりが
わかったら、人の失敗を
許せるという考え方 

自分にも反省すべきことが
あると思えたら、人の失敗
を許せるという考え方 

相手の長所  
   ⇒ 許す 

 
 
自分にも反省すること
がある ⇒ 許す 
 
 

「ブランコ乗りとピエロ」の板書例 臼杵市立福良ヶ丘小学校 長谷川千尋先生  

教
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あ
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要 
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関
わ
る
話
し
合
い
に 

 
 

必
要
な
情
報
の
み
提
示
す
る
。 

教師のねらい 
謙虚な気持ちが、寛容な心
や態度につながっていく。 


